市域の再生可能エネルギー等利用拡大に向けた廃棄物発電有効活用計画（案）
に関するパブリックコメントの実施結果について

１

概要

川崎市地球温暖化対策推進基本計画改定案における５大プロジェクトの一つとして、廃
棄物発電を活用した地域エネルギー会社の新たなプラットフォーム設立検討による地域再
エネ事業構築を位置付けており、脱炭素社会の実現に向けては、廃棄物発電を活用して、
需要、供給の両面から再生可能エネルギーの利用拡大を図ることが必要です。
令和５年度の橘処理センター稼働に伴う発電能力の大幅増加を見据え、廃棄物発電有効
活用計画（案）を策定し、本計画案について市民の皆様の御意見を募集しました。
その結果、１６通７８件の御意見をいただきましたので、御意見の内容とそれに対する
市の考え方を次のとおり公表します。
２

意見募集の概要

題名

市域の再生可能エネルギー等利用拡大に向けた廃棄物発電
有効活用計画案について御意見をお寄せください

意見の募集期間

令和３年１１月２６日〜令和３年１２月２７日

意見の提出方法

電子メール、郵送・持参、ファックス

募集の周知方法

・市政だより（令和３年１２月号）
・市ホームページ
・環境分野における主な計画の改定・策定に伴う合同説明会
・資料の閲覧（環境局処理計画課、各区役所・支所及び出張所、
各市民館、各図書館、各生活環境事業所・各処理センター、情報
プラザ）

結果の公表方法

・市ホームページ
・資料の閲覧（環境局処理計画課、各区役所・支所及び出張所、
各市民館、各図書館、各生活環境事業所・各処理センター、情報
プラザ）

３

結果の概要

意見提出数（意見件数）

１６通（７８件）

内訳

電子メール

１１通（５３件）

ファックス

３通（２２件）

郵送・持参

０通（ ０件）

その他

２通（ ３件）
1

４

御意見の内容と対応

地域エネルギー会社の経営に関する御意見や事業運営に関する御意見等が寄せられまし
た。
また、地域エネルギー会社の経営の透明性に関する意見や、プラスチック資源循環に関
する意見を踏まえ、本市の考え方等を加筆するとともに、所要の整備を行った上で、市域
の再生可能エネルギー等利用拡大に向けた廃棄物発電有効活用計画を策定します。
【対応区分】
Ａ 御意見を踏まえ、当初案に反映させたもの
Ｂ 御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見を踏まえ取組を推進するもの
Ｃ 今後の取組を進めていく中で参考とするもの
Ｄ 案に対する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明するもの
Ｅ その他

項目

A

B

C

D

E

計

１

事業手法に関すること

0

0

1

30

0

31

２

地域エネルギー会社の事業概要に関すること

0

5

4

19

0

28

３

その他計画全般等に関すること

8

8

2

1

0

19

8

13

7

50

0

78

合計
５

意見の概要と意見に対する本市の考え方

（１）事業手法に関すること（３１件）
No.
1

意見の要旨

本市の考え方

地域エネルギー会社の常勤職員に

常勤職員の人数については、事

ついて、川崎市職員・パートナー事

業規模に応じて適正に配置すべき

業者・金融機関からのそれぞれの人

と考えております。それぞれの事

数と期待する役割を教えていただけ

業者からの出向人数や役割につい

ますでしょうか。
（他同趣旨２件）

ては、交渉権者と協議の上、株主

区分

Ｄ

間協定で決定していく予定でおり
ます。
2

川崎市出資により、
「安定的かつ継

事業運営については、株式会社

続的に取組を推進」とあるが、長期

として経営を行っていく上で、社

的に事業を継続する中で、赤字のリ

会状況等によっては一時的に赤字

スクも否定はできない。事業運営の

になることも考えられます。本計

結果、万が一、赤字となっても本当

画では事業リスクとして、市場高

に事業を継続するのか。

騰と容量拠出金を２大リスクとし
て考えており、市場高騰について
2

Ｄ

赤字となった場合、税金の無駄遣

は、相対電源を中心とした電源構

いという指摘を受ける可能性がある

成による市場調達量の削減、容量

ので、地域エネルギー会社設立は不

拠出金については、国の「容量市

安なため、事業手法１（川崎市と民

場にかかる既存契約見直し指針」

間事業者）でもよいのではないか。

に基づき、発電事業者が得た容量
確保契約金額との相殺を行うこと
でリスクを低減できるものと考え
ております。ただし、経営が赤字
になった場合は、国の「第３セク
ター等の経営健全化等に関する指
針」に示されている公的支援（財
政支援）の考え方に基づき、適切
に対応してまいります。
脱炭素社会の実現に向けて、市
域の再生可能エネルギー利用拡大
を図るためには、市民、事業者な
ど多様なステークホルダーが参画
できる地域エネルギープラットフ
ォームの構築が欠かせないと考え
ており、本プラットフォームの中
核を担う主体として、地域エネル
ギー会社の設立が有効であると考
えております。

3

地域エネルギー会社について

本事業は電力システムにおける高
度なノウハウ、運用技術を要する事

は、民間事業者の技術・ノウハウ

業であることから、民間出資主体に

の活用と、本市のエネルギー施策

することで効率的な会社運営・需給

を事業に反映させることが必要と

運用を図ることや、想定されるリス

考えております。出資比率につい

ク回避を一定程度民間事業者に任せ

ては、市が過半出資することによ

るのも選択肢の一つと考えます。電

り、市が先導して地域をあげて脱

源調達、電力購入の主たる契約者が

炭素社会構築に向けた取組を加速

川崎市であるため、事業運営への政

することができるものと考えてお

策反映は充分可能と思われますの

ります。

で、民間主体の事業運営も検討され
てはいかがでしょうか。

3

Ｄ

4

5

エネルギー施策の推進に向けて

地域エネルギー会社設立後は、他
のエネルギー会社と競合となるの

は、地域エネルギー会社の取組だ

で、川崎市におけるエネルギー検討

けではなく、市民・事業者などあ

に他のエネルギー会社が参画し難く

らゆる主体が参画できる様々な取

なるため、広く民間からの知見を集

組が必要でございますので、広く

め難くなる懸念がある。

知見を集めてまいります。

「再生可能エネルギーが社会に十

地域エネルギー会社への市の関

分普及する等、社会状況の変化に応

与については、社会状況の変化に

じて、市の関与の仕方を整理する」

応じて様々な選択肢があると考え

とあるが、将来的な社会状況変化に

ているところでございますが、関

よっては、貴市の出資比率が低下す

与の仕方が変わる場合において

る（ないしなくなる）可能性がある

は、株主間で協議を行い、決定し

という理解でよいか。貴市が出資比

ていくことを想定しております。

Ｄ

Ｄ

率を下げる（または出資を引き揚げ
る）様な場合は、地域エネルギー会
社の設立目的は達した状況であるこ
とが想定されるが、その場合におい
ても、地域エネルギー会社は存続す
ることを想定しているか。
6

「プロジェクトファイナンスの考

本記載は、国の「第３セクター

え方に立った資金調達を実施」とあ

等の経営健全化等に関する指針」

るが、実際には地域エネルギー会社

に沿った考え方に準じて記載して

に対するコーポレートファイナンス

おります。その趣旨は、地域エネ

になると思われる。この記載の趣旨

ルギー会社は小売電気事業や新規

をご教示いただきたい。

電源開発事業など、複数の事業を
実施していくことが想定され、事

Ｄ

業ごとに事業性を適切に評価する
とともに、事業ごとに資金調達を
行っていく必要があるというもの
です。なお、地域エネルギー会社
としてはコーポレートファイナン
スの考え方も重要となります。
7

再生可能エネルギー等の利用拡大

再生可能エネルギーには FIT

において、再生可能エネルギーには

（固定価格買取制度）も含まれま

FIT（固定価格買取制度）も含まれる

すが、FIT 電源については市場変

という理解でよろしいでしょうか。
4

Ｄ

動によるリスク回避が必須である
と考えております。
8

再生可能エネルギーについて、例

本事業計画における再エネ電源

えば火力発電所の電源に、太陽光発

に関しては、火力発電所に非化石

電などのトラッキング付非化石証書

証書を付与するよりは、太陽光や

を付与することで「実質再エネ」と

バイオマス発電など再エネに位置

することも考えられますが、この電

づけられる電源が望ましいと考え

源に関しては本計画において再生可

ております。なお、今後の技術革

能エネルギーの扱いになりますでし

新や国の動向を踏まえ、再エネ電

ょうか。

源の考え方について柔軟に対応し

Ｄ

ていく予定でおります。
9

10

川崎市地域エネルギー会社が取次

取次で提携する事業者について

で提携する会社は、パートナー企業

は、パートナー企業に限定はせず

のみを想定されていますでしょう

に、出資を伴わない協力企業も想

か。

定しております。

取次契約における市の役割はどの

取次契約については、地域エネ

ようなものを想定されていますでし

ルギー会社の業務と認識しており

ょうか。

ますが、市の役割としては、公共
施設へ電気を供給する場合、所管

Ｄ

Ｄ

部署との調整を行うことなどが考
えられます。
11

2024 年度より取次手数料が計画に

取次先の民間事業者の選定項目

組み込まれておりますが、取次先の

等については、地域エネルギー会

民間事業者の選定項目等は検討され

社において取次先を選定するもの

ておりますでしょうか。

と考えておりますので、パートナ

（他同趣旨 1 件）

ー事業者を募集する際にも取次先

Ｄ

のご提案をいただければと考えて
おります。
12

取次業務となると電源構成や価格

取次業務については、取次事業

については、取次先の民間事業者の

者からの条件提示を受けてから、

条件に左右されることになると想定

地域エネルギー会社で電源構成や

されますが、今回、川崎市様で検討

価格設定等の条件設定について、

されている地域電力会社の目指す方

調整をしてまいりたいと考えてお

向性と相違する部分については、ど

ります。

のようにお考えでしょうか。
5

Ｄ

13

地域新電力会社が電力小売事業を

容量拠出金等の事業リスク回

スタートした後についても、継続し

避、収益面、市域からの再エネ電

て取次業務を実行していく計画でし

源調達を促進するためには、小売

ょうか（電力小売事業スタート前に

電気事業に加え、電力取次や自己

獲得した需要家／顧客の契約につい

託送を加え複数の事業スキームを

ては、地域新電力会社への契約変更

組み合わせた事業展開を行う必要

は想定されておりますでしょうか）
。

があると考えており、取次につい

Ｄ

ては、継続することも想定してお
ります。なお、需要家との契約に
ついては、需要家の意向に沿って
対応していくことを想定しており
ます。
14

短期的な電力調達として、市域内

電力調達については、地域エネ

の民間事業者の再エネ電源を想定し

ルギー会社で協議・調整を行って

ているが、これは貴市が市域内の民

いくことを想定しております。

間事業者との協議・調整を主導して

なお、本市では、再生可能エネル

いただけるという理解でよいか。

ギーについては 2033 年度までに

Ｄ

33 万 kW 以上導入という目標を掲
げておりますので、市は主に再エ
ネ電源開発の取組を推進していく
ことを想定しております。
15

需要施設に対する電力供給に関し

自己託送の活用については、容

ては、JEPX を利用した電力小売と取

量拠出金の削減等、コストメリッ

次契約の組合せよりも、自己託送を

トが見込めるものと考えておりま

活用しながら負荷追従部分はパート

すが、電力小売や取次等を含めた

ナー事業者から再生可能エネルギー

電力供給の最適な手法について

の電力融通を受ける方が、地域エネ

は、事業者から提案をいただきた

ルギー会社として最も事業性変動リ

いと考えております。

Ｄ

スクが少ないモデルと思われます。
その点についてのお考えをお聞かせ
いただけますでしょうか。
16

電力供給先に関して、対象施設と

供給先の施設については、本庁

する市公共施設は確定していますで

舎、区役所、学校等を想定してお

しょうか。

りますが、詳細は今後検討し、募
集要項に記載する予定でおりま
す。
6

Ｄ

17

電力供給については、地域エネ

「市域内の再エネ普及拡大のた
め、特に中小事業者・市民（電力種

ルギー会社設立当初は電力種別が

別が高圧で、大規模集合住宅を想

特別高圧、高圧から優先的に供給

定）への再エネ電力供給を担うこと

していくことを想定しております

を目指します」とあるが、地域エネ

が、地域エネルギー会社の事業体

ルギー会社は、基本的に低圧での供

制が整い、低圧への供給が可能と

給は想定せず、高圧以上の電力供給

なった場合には、低圧での供給も

を担うという理解でよいか。

検討していきたいと考えておりま

Ｄ

す。
18

電力供給の設定方法について

複数の事業スキームを組み合わせ
る想定があるが、割合や優先順位に

は、再エネ電源調達量及び事業収

ついてどう考えているか。

支など総合的に判断すべきものと
考えておりますので、公募におい

Ｄ

てご提案いただき、市と交渉権者
で協議し決定してまいりたいと考
えております。
19

20

JEPX からの調達については、

清掃工場は 24 時間安定したベース
電源であると思いますが、公共施設

廃棄物発電の供給量推移と代表的

など昼夜で需要量に大きく差がある

な公共施設の需要電力推移から需

需要施設に小売供給する場合、日中

給量を比較し、不足分を１０％と

は JEPX10％では不足すると思われま

算定しております。需給バランス

す。

については、電力小売、取次、自

需給バランスに関する考え方をご

己託送を併用した事業展開を考え

教示いただけますでしょうか（各ス

ておりますが、電力供給の考え方

テップにおける電力小売と取次、自

については、応募事業者から提案

己託送の併存について考えていらっ

をいただき交渉権者と協議してま

しゃいますでしょうか）
。

いります。

需給管理費（BG 会員費）の支払に

Ｄ

需給管理費（BG 会員費）の支

よって受けられるサービスは、具体

払によって受けられるサービスに

的にどのようなものを想定していま

ついては、電力の需給管理やイン

すでしょうか。

バランスが発生した場合の対応
（費用負担を含む）を想定してお
ります。なお、廃棄物処理施設の
計画外停止により発生するインバ
ランス料金などについては、その
費用を考慮した上で本市が地域エ
7

Ｄ

ネルギー会社に売却する電力の料
金単価を設定していきたいと考え
ております。
21

需給管理については、事業開始当

需給管理以外の業務は、事業開

初は委託を想定しているが、それ以

始当初から、地域エネルギー会社

外の業務については、事業開始当初

が主導して推進していく計画とし

から地域エネルギー会社が主導して

ております。

推進するような計画という理解でよ

Ｄ

いか。もし異なるようであれば、地
域エネルギー会社とパートナー事業
会社との役割分担を、タイムライン
に沿った形で整理したものをお示し
いただきたい。
22

電力供給先に関して、地域エネル

需要施設である公共施設につい

ギー会社から再生可能エネルギーを

ては、再生可能エネルギーの導入

供給することで現行から値上げとな

により電力購入価格が高くなるこ

る可能性が高いと思われます。需要

とも想定されますが、本市では

施設である公共施設側では電気料金

2030 年度までに再生可能エネル

（予算）に織り込み済でしょうか。

ギーを全公共施設に導入すること

Ｄ

としておりますので、所要額は予
算計上する必要があると考えてお
ります。
23

地域エネルギー会社設立後は、公

公共施設の電力の契約手法につ

共施設への電力供給は、入札ではな

いては、エネルギー転換を実現す

く、地域新電力からの随意契約にな

るための最適な手法の検討が重要

るということでよいか（他電力会社

であると考えております。他都市

が安かった場合、本来よりも高い金

では、主に地域新電力との随意契

額で購入することとなり、税金の無

約により電力の供給を受けており

駄遣いという指摘を受けないか）
。

ますので、こうした事例を参考に
検討してまいります。
なお、随意契約の場合において
も、電力価格については市場価格
の動向なども踏まえ、毎年度適正
な価格設定を行うとともに、疑義
がないよう、透明性を確保してま
いりたいと考えております。
8

Ｃ

24

25

公募型プロポーザルでは再生可

民間相対電源（2030 年度以降、
300GWｈで計画）の調達先をプロポー

能エネルギーの電源調達計画につ

ザル段階で示す必要はありますでし

いて、確定は困難であると考えら

ょうか（数年先の契約のためプロポ

れますが、具体的かつ実行可能な

ーザル段階では確定が困難と思われ

計画をご提案いただきたいと考え

ます）
。

ております。

事業者選定時の評価について、既

本計画における民間事業者の電

に詳細な事業計画、電源調達手法、

源については、サウンディング型

リスク対策、運営コスト、利益活用

市場調査を踏まえ仮定で設定した

計画などの計画が具体的に示されて

ものですので、実際に保有してい

いるため、民間事業者の頑張りしろ

る電源や計画している電源を活用

（経済性、環境性における付加価値

した取組について、ご提案いただ

提案）が困難と思われます。どのよ

くことを想定しております。な

うな評価基準で事業者を選定される

お、事業者の評価基準について

のでしょうか。

は、今後有識者からの意見等を踏

Ｄ

Ｄ

まえて検討し、公募要領で示して
まいります。
26

パートナー事業者の選定につい

本市では、2030 年度までに新

て、条件がいろいろ付いているが、

たに 13 万 kW の再エネ電源の導入

そもそもこの事業に参入できるよう

を目指しているとともに、地域エ

な事業者は既に再エネ事業を行って

ネルギー会社においても電源開発

おり、この事業に参入することで取

を取組の一つとして位置付けてお

り扱っている再エネが減ってしまう

ります。そのため、本趣旨にご賛

ので、参加しないのではないか。ま

同いただける事業者からのご提案

た、パートナー事業者へのインセン

を期待しております。パートナー

ティブはあるのか。

事業者には、安定した供給先の確

Ｄ

保や市域での電源開発などのメリ
ットがあると考えております。な
お、サウンディング型市場調査に
おいて、複数の民間事業者から自
社の再エネ電源の提供についてご
提案がありましたので、事業者の
参加は見込めるものと考えており
ます。
27

「本事業には複数の金融機関の事

金融機関の参画方法について

業参画を想定」とあるが、これはパ

は、検討を行っているところでご
9

Ｄ

ートナー事業者の選定後に貴市から

ざいますが、提案段階で応募事業

紹介を受けて、一緒に法人を設立す

者が金融機関の参画の意向を確認

るという理解でよいか（提案段階で

することは想定しておりません。

自ら調整して参画の意向を確認する
必要はないという理解でよいか）
。
28

今後、事業者の提案の局面、また

本計画については、市域の再生

はパートナー選定以降に、事業者の

可能エネルギー等利用拡大に向け

意見により事業計画の内容を変更す

た廃棄物発電の有効活用について

ることは可能とお考えでしょうか。

取りまとめたものであり、パート
ナー事業者選定後に、提案内容も

Ｄ

踏まえて出資事業者間で協議を行
い、最終的に地域エネルギー会社
の事業計画を策定することを想定
しております。
（２）地域エネルギー会社の事業概要に関すること（２８件）
No.
1

2

意見の要旨

本市の考え方

電力を市場から調達するとある

電力の調達において、市場から

が、市場は昨年度高騰したばかり

の調達割合が高くなることは、小

で、多くの地域新電力がダメージを

売電気事業のリスクの１つと考え

受けたことが事実としてある。ま

ております。そのため本計画で

た、新規参入した地域新電力会社が

は、可能な限り市場に頼らない電

倒産したり、撤退したりした事例が

源構成とし、市場からの調達は瞬

多くある中で、リスクが大きすぎる

発的に発生する不足分に限定する

のではないか。事業として成り立つ

などリスク軽減を図ることとして

のか。

おります。

「適正な利益水準を維持しなが

区分

Ｄ

適正な利益水準とは、地域エネ

ら、電力を適正な価格で中小事業者

ルギー会社の事業運営が安定的に

に供給する」とあるが、適正な利益

行えるよう、経営基盤を築くため

水準の想定をご教示いただきたい。

の利益を確保する水準と想定して

株式会社として設立することから、

おります。想定以上に利益が上が

想定以上の利益が上がった場合には

った場合には、市域の再生可能エ

株主への還元を行うことが想定され

ネルギー等利用拡大に資する投資

るが、その点については、一般の事

を行うことを考えていますが、株

業会社と同様の取り扱いにあるとい

主への還元も考えられるところで

う理解でよいか。

ございます。詳細については、地
10

Ｄ

域エネルギー会社設立後に検討し
てまいります。
3

2024 年度の事業開始時点で、民間

事業展開については、事業収支

電源の調達及び民間事業者への供給

見込みを作成するためにサウンデ

を 50Gwh 見込んでいるのは、すでに

ィング型市場調査での意見等を踏

貴市において調達先および供給先の

まえて想定したものであり、現時

目途がついているという理解でよい

点で電源の調達先や供給先につい

か。
（他同趣旨１件）

て目途がついているものではござ

Ｄ

いません。
4

5

ベースケース・ネガティブケース

ベースケース・ネガティブケー

のいずれにおいても、取次契約の数

スのいずれにおいても、取次供給

値については変動がないが、パート

が想定通りできない可能性はあり

ナー事業者の状況変化等変動要素に

ますが、事業収支見込算出上は当

より取次供給が想定通りできないリ

該リスクについて見込んでおりま

スクについては検討しているか。

せん。

市有電源の公共施設への供給は、

本市では、市域の廃棄物発電等

2024 年段階でバランスすることを見

を活用して市域での再生可能エネ

込んでいることを鑑みると、民間事

ルギーの利用拡大を目指してお

業者への電力供給は、パートナー事

り、地域エネルギー会社では公共

業者が調達できる民間電源の電力量

施設、民間事業者ともに再生可能

によって、事業の規模や拡大のペー

エネルギーの供給を推進していき

スが異なってくるという理解でよい

たいと考えております。なお、事

か。

業収支見込を算出する上で、2024

Ｄ

Ｄ

年の段階では廃棄物発電を公共施
設へ供給するものと想定したもの
でございますが、パートナー事業
者が調達できる再エネ電力量によ
っては、事業の規模や拡大のペー
スなど、事業展開が異なってくる
ものと考えております。
6

需給管理については将来内製化す

需給管理については、将来的に

るとのことですが、具体的な実施は

内製化を想定しておりますが、地

いつ頃でしょうか。

域エネルギー会社の事業展開など
により実施時期を決定するものと
考えております。

11

Ｄ

7

Ｐ45 に記載のとおり、電力事

電力市場の競争が激化する中で、
本当に競争力のある価格設定ができ

業を取り巻く環境は厳しいと考え

るのか。

ていますが、本市の廃棄物発電や
パートナー事業者等が保有する再
エネ電源を最大限活用すること
で、安定した事業運営が可能であ
ると考えております。

Ｂ

また、価格については、市場価
格の動向なども踏まえ、再生可能
エネルギーとして、毎年度適正な
価格設定を行ってまいりたいと考
えております。
8

燃料調整費、電力の損失率、イン
バランスコスト、法人事業税につい

廃棄物発電については、燃料調
整費を考慮しておりません。

ての考え方の詳細が読み取れませ

送電する際の電力の損失率につ

ん。どのように考えているかご教示

いては見込んでおり、不足分はＪ

いただけますでしょうか。

ＥＰＸからの調達としておりま

（他同趣旨 1 件）

す。
インバランス費用については、

Ｄ

需給調整費に見込んでおります。
法人事業税については、収支計
算上「法人税等」の中で、一般的
な収支計算に準じて記載しており
ます。
9

本市処理センターからの電気購

法人事業税が考慮されている場
合、川崎市の清掃工場からの電気購

入金額については、法人事業税で

入金額は、一般管理費の法人事業税

控除すべき金額の対象外となりま

で控除すべき金額の対象外と思われ

す。

Ｄ

ますが、その認識でよろしいでしょ
うか。
10

取次業務に関する営業人員につい

取次業務にかかる営業人員につ

てはどのようにお考えでしょうか？

いては、常勤職員で対応すること

Ｄ

としております。
11

原価／コストの中に、システム等

ご意見のとおり、需給管理業務

の減価償却といった項目が含まれて

は長期的には内製化も視野に入れ

いないが、地域エネルギー会社とし

ており、その際には独自のシステ
12

Ｄ

て独自のシステムを導入することを

ムが必要となりますが、設立当初

見込んでいないという理解でよい

は多くの地域新電力が採用してい

か。実際には需給管理や料金徴収等

るパートナー事業者のバランシン

の各種業務を行なう際に、自社シス

ググループに加入することを想定

テムが必要になるのではないか。

しております。また、支払・請

（他同趣旨 1 件）

求・決済業務に関わるシステムに
ついても、パートナー事業者のも
のを利用することを想定しており
ます。

12

デマンドレスポンス（ＤＲ）に

デマンドレスポンス（ＤＲ）によ
る取組を 2030 年までに行っていく場

ついては、地域エネルギー会社の

合、人件費や委託費等の事業に係る

職員の業務として見込んでおりま

費用はどういった想定で見込んでい

すが、更なる人員増や外部委託等

るのか。

が必要と判断した場合は、事業収

Ｄ

益や銀行からの融資を活用してい
くことを想定しております。
13

容量市場の単価が大幅に暴落した

容量市場の価格は発電施設を所

が、そのケースを加味すると、現在

有する市に影響を与えますが、地

提示されている事業収支よりも、見

域エネルギー会社が支払う容量拠

込みが厳しくなるのではないか。

出金は軽減されるため、収支への

Ｄ

影響は少ないものと考えておりま
す。
14

最終的な常勤職員は 7 名の想定と

人員の考え方については、他都

あるが、電源の調達・開発から市域

市事例も参考にしながら、本市の

内需要家への供給と一連の業務を担

廃棄物発電の余剰電力のみを電力

い、加えてエネルギーマネジメント

小売した場合を想定し設定してい

やまちづくりの取組を将来的に行っ

ます。今後、パートナー事業者の

ていくことを考えると、人的リソー

更なる電源の供出や、エネルギー

スが不足していると思料する。非常

マネジメント等の取組を進めて行

勤（出資元との業務）も含めてパー

く際に更なる人員追加等が必要と

トナー企業との分担や委託につい

想定される場合には、応募事業者

て、収支計画も含めた費用の見直し

からの自由提案に含めていただ

が必要ではないか。
（他同趣旨 1 件）

き、収支計算も含めて交渉権者と
協議調整を行っていくことを考え
ております。

13

Ｃ

15

16

Ｐ3 に記載のとおり、市域の多

川崎市内には中小・中堅企業でも
電力供給やエネルギーマネジメント

様な主体と連携した市民・事業

において、高い知見とノウハウをも

者・金融機関等の多様なステーク

つ事業者が存在するので、長期間に

ホルダーが参画するプラットフォ

わたって川崎市のために連携して取

ームの構築を進めてまいりますの

り組むのであれば、市内事業者を中

で、高い知見とノウハウを有する

心に連携することを検討願います。

市内事業者とも連携してまいりた

（他同趣旨 2 件）

いと考えております。

Ｂ

ソーラーシェアリングについて

太陽光発電の施設の拡大のため
に、PPA を含めた手法による太陽光

は、再生可能エネルギーの普及拡

発電施設の拡大を提案していること

大やエネルギーの地産地消の実現

は歓迎します。設置可能な場所は、

に向けた手段の一つとして認識し

屋根だけでなく、農地も有力は設置

ております。農地での実施につき

場所であり、ソーラーシェアリング

ましては、農地法に基づく一時転

の普及のためにも、国と交渉を進

用許可を必要とし、農地における

め、希望する農家がソーラーシェア

営農の適切な継続が確実であるか

リングできる環境を整備して下さ

など、一定の条件を満たしたうえ

い。

で可能となります。農林水産省が
営農型太陽光発電取組支援ガイド

Ｃ

ブックを発行するなど、国による
支援がされているところであり、
今後ともこのような国の動向を注
視してまいります。また、本市の
ような都市部におきましては、周
辺環境への影響も懸念されますの
で、そうした問題が生じないよう
適切に対応してまいりたいと考え
ております。
17

ＰＰＡモデルによる太陽光発電設

Ｐ3 に記載のとおり、地域エネ

備の設置について、既に多くの太陽

ルギー会社が中核を担う地域エネ

光発電事業者が需要家へ太陽光発電

ルギープラットフォームには、市

設備の設置を呼び掛けているほか、

民や事業者など多様なステークホ

当行も取引先への提案を行っており

ルダーに参画いただくことが重要

ます。

であると認識しており、地域金融
機関のネットワークや企業間連携
等も活用し、需要家の開拓や市内
14

Ｂ

中小事業者向けのＰＰＡの導入を
図ってまいりたいと考えておりま
す。
18

地域エネルギー会社による電源開

地域エネルギー会社では、市内

発にあたっては、公共施設への設置

の太陽光発電事業者等と連携し、

を中心とする等、既存の太陽光発電

市内中小事業者と連携したＰＰＡ

事業者と重複した取組とならないよ

モデルによる太陽光発電設備を導

う検討願います。

入するなど、これまで電源開発が

Ｃ

進んでいない事業者向けに取り組
んでまいりたいと考えておりま
す。
19

市内の需要を開拓とあるが，地域

市内の電力需要の何割を地域エ

内の何割程度の電力需要を地域エネ

ネルギー会社が担うかの想定は困

ルギー会社で取り込むことを目指し

難ですが、2033 年度までに 420GW

ているのか。また、需要家の要請が

ｈ/年を市域内で活用することを

高まった場合に、どういった優先順

目指しております。また、需要量

位で供給を行っていく想定か(公共施

が増えていった場合の供給先の選

設が第一優先、民間需要家は地域エ

定については、市域の再エネ利用

ネルギー会社の判断で経済合理性な

拡大に資するという評価軸を用い

どで判断可能、といった考え方か）
。

て、地域エネルギー会社で経営判

Ｄ

断していくことを想定しておりま
す。
20

ＰＰＡ等の電源開発について

橘処理センター発電設備以外の供
給サイドの見込みとして、貴市とし

は、年間 200kW 程度から開始し、

て電源開発を含めてどのような発電

その後、拡大を進め 2030 年度に

設備投資、開拓等を想定している

は累計 4,400kW の導入を想定して

か。2030 年までにどういった割合で

おります。

Ｄ

供給を増やしていくか、シナリオを
ご教示いただきたい。
21

エネルギーマネジメントシステム

エネルギーマネジメントについ

事業や創エネによる脱炭素施策と

ては、蓄電池等を活用したデマン

は、具体的にどのようなものを考え

ドレスポンス（ＤＲ）やバーチャ

ておられますでしょうか。

ルパワープラント（ＶＰＰ）を、
創エネについては、民間事業者向
けのＰＰＡを想定しております。

15

Ｄ

22

「エネルギーマネジメント技術に

市が提供できるリソースについ

関する高いポテンシャルを有してい

ては、エネルギーマネジメントを

る」とあるが、ポテンシャルを有効

実施するフィールドや本市が有す

活用するための共創の仕組みが必要

る事業者のネットワーク等を想定

と考える。市域のエネルギーマネジ

しております。

メントを担うプラットフォームとな

Ｄ

る地域エネルギー会社に対して、貴
市として想定しているリソースの提
供や、直接的・間接的支援があれ
ば、ご教示いただきたい。
（３）その他計画全般等に関すること（１９件）
No.
1

意見の要旨

本市の考え方

地域エネルギー会社については、
丁寧な情報公開や、市民の理解と協
力を訴えること、さらにその運営に
は透明性を高く維持して、責任ある
運営をしてほしい。
（同趣旨他 4 件）

本市としても透明性の確保等は
大変重要なことと認識しているた
め、本計画において、様々な法人
形態の中から最も透明性の担保さ
れた株式会社を選定するととも
に、ガバナンスを強化するため本
市の出資比率を高めることとして
おりますが、御指摘を踏まえ、市
民の皆さまにより御理解いただけ
るよう記述を加筆しました。
【P31「1 法人形態」の文章を変

区分

Ａ

更】
2

Ｐ26 に記載のとおり、地域エ

地域エネルギープラットフォーム
（地域エネルギー会社）をつくるこ

ネルギー会社の設立目的は、市域

とは、川崎市の廃棄物発電を川崎市

の再生可能エネルギー利用拡大を

の公共施設に供給し、PPA 事業を使

目指した取組を行うことであり、

って市内にさらに再エネを増やす手

電力供給エリアを市内に限定する

段として有効と思うが、川崎市や地

ことや、電源開発やエネルギーマ

域の金融機関のバックアップがある

ネジメントの取組と併せ、脱炭素

地域エネルギー会社ができること

に向けたまちづくりの取組を予定

で、他の民間の新電力会社への事業

しており、他の民間の新電力会社

圧迫にならないように、適正な競争

と適正な競合関係となるよう事業

環境であることを望みます。

展開を進めていく予定でおりま

（他同趣旨１件）

す。
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Ｂ

3

再エネ電気の販売について「再エ

再生可能エネルギーの普及は、

ネの普及が目的であるため、適正な

脱炭素社会の実現のために必要不

価格で供給することで普及拡大を図

可欠であり、市民・事業者の行動

る」のは大事と思います。同様の取

変容が重要と考えておりますの

組に時々見られる、
「自然の電気に変

で、価格以外の価値にも波及した

えて電気代が減りました」と価格で

広報活動を展開してまいりたいと

勧誘するようなことはしないでくだ

考えております。

Ｃ

さい。温暖化防止に貢献できること
を第一の動機になるように訴えてほ
しいです。
4

再生可能エネルギーの活用は、ま

Ｐ3 に記載のとおり、地域エネ

さに地球温暖化対策に最も必要な目

ルギー会社が地域エネルギープラ

標だと思います。人口の多い川崎市

ットフォームの中核を担い、市

において、早急の課題であるとも感

民・事業者などあらゆる主体とと

じます。まさに官・民一体となって

もに、地域の脱炭素化を目指して

取り組むべき課題であると考え、賛

まいります。

Ｂ

成いたします。特に電気事業の一端
を担う弊社といたしましては、エネ
ルギー問題の意識を高め、取組に協
力を惜しまない所存です。(同趣旨他
2 件)
5

市民から出たごみの発電を中心と

Ｐ3 に記載のとおり、地域エネ

するようなので、まず市民に知って

ルギープラットフォームに、市民

ほしい、さらに市民にはぜひ使って

や事業者など多様なステークホル

ほしい。

ダーに参画いただくことは重要で

まずは存在をしっかり認識しても

あると認識しております。地域金

らい意識することで、脱炭素アクシ

融機関のネットワークや企業間連

ョンにつなげることが重要だと思い

携等の活用、市民・事業者などへ

ます。この点を丁寧に浸透させてい

の広報を行うことで、より多くの

くことを目指してほしい。また、川

方々に参画いただくよう取り組ん

崎ならではの取組とすることで一体

でまいります。

感の醸成や取組の発信力につなげ、
ネットワークを有効活用し、脱炭素
につながる取組みを認識する一歩と
なるように、しっかりと広報してほ

17
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しいと願っています。
（他同趣旨 1
件）
6

将来的にごみ全体量が減る時期が

ごみについては、発生抑制、再

来たら、速やかに市域全体の環境に

使用、再生利用を基本とし、それ

利する方向転換を柔軟にしてほし

でも焼却せざるをえないものにつ

い。

いて熱回収を行い、エネルギーの
有効利用を図ることが重要と考え

Ｄ

ておりますので、今後の社会動向
に応じて柔軟に対応してまいりま
す。
7

脱炭素社会の実現には、行政・事

地域エネルギープラットフォー

業者・市民の連携が必要です。透明

ムに、市民や事業者など多様なス

性の高い事業運営のために、地域新

テークホルダーに参画いただくこ

電力に市民も参画できるようにして

とは重要であると認識しているた

ください。

め、いただいたご意見を踏まえ、

Ｃ

引き続き検討を進めてまいりま
す。
8

地球温暖化防止対策、再生可能エ

Ｐ66 及び 68 に記載のとおり、

ネルギー活用など、大きな枠組みの

地域エネルギープラットフォーム

取組ではありますが、産業都市の川

は、小売電気事業に加え、電源開

崎として、今後の他都市のリーダー

発やエネルギーマネジメント等の

となるような役割を期待していま

取組を一体となって推進すること

す。

が他都市の地域新電力にはない特

Ｂ

徴であり、他都市のモデルとなる
よう取組を推進してまいります。
9

この会社は、廃棄物発電を一つの
柱にしています。プラスチックの削
減とセットで発電事業を進めること
を明確に記載してください。
（同趣旨他 2 件）

脱炭素社会の実現に向けて、プ
ラスチック資源循環の取組は、本
事業と同様に大変重要なものと認
識しており、関連計画において、
更なる資源循環の推進に向けた取
組を位置付けております。御指摘
を踏まえ、こうした本市の考え方
が本計画からも読み取れるよう記
述を加筆しました。
【P13「イ橘処理センター稼働後
の廃棄物発電」の文章を変更】
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